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神奈川支部支援会員 (順不同)

・ (株)東栄エンジエアリング
・ (有 )結伸工業
・ 英弘精機 (株 )

・ フォ トプレシジョン (株 )

・ (株)ナカダ技研
日高木 緑様
・ 木村邦雄様
・ 細川和明様
ヨ豊嶋識明様
・ 宮戸征美様

☆ご支援に心より感謝いたします☆
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∵  JRPSの 活動 一
●JRPS神 奈川の活動予定

9月  9日 (日 )  ミニ集会 県民サポー トセンター

710号室 午後 1時～4時
10月 14日 (日 )  ミニ集会 県民サポー トセンター

710号室 午後 1時～4時
11月 11日 (日 )  ミニ集会 県民サポー トセンター

710号室 午後 1時～4時
12月  9日 (日 )  ミニ集会 県民サポー トセンター

710号室 午後 1時～4時

【8月 より陶芸クラブが発足】
6月 に横浜ラポールで行われた陶芸教室が好評で引き続き活動す

ることに致しました。日程については、後日の支部会報で連絡致し

ます。

連絡先 :内田 TEL:0468-41-1116
長澤  TEL・ FAX:0465-23-5224
e―mall : ky6y―ngsw@asahi―net.or.jp

【第七回世界網膜の 日 プログラム】

開催日時 :2001年 9月 29日 (土) lo:30～ 16:40
会場 :横浜市健康福祉総合センター

横浜市中区桜木町 1-1
」R京浜東北線 桜木町駅徒歩 3分 (誘導ボランティアあり)

丁EL:045-201-2060(会 場についてのみ )

プレ世界大会として取り組みいくつかのワークショップを用意 しま

した
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4階ホール 10:30～ 12:00
★会長挨拶

★ 2001年 度研究助成授賞式

★講評 学術理事 安達恵美子教授

☆受賞記念講演

1.近藤寛之氏  (福岡大学)

「連鎖解析を併用した階層的アプローチによる網膜色素変性症

原因遺伝子の同定」

2.町田繁樹氏  (岩手医科大学)

「網膜色素変性症の動物モデルにおける網膜機能と形態との関係」

★ 2000年 度研究受賞者の研究成果講演

森村浩之 先生 (大阪大学)

山田晴彦 先生 (関西医科大学)

★世界大会の取り組み報告

★SMAB報 告

9階・′1ヽ部屋  13:00～ 14:30～ 16:00
★チャレンジしよう Iロービジョン・クリニックの世界

神奈川県総合リハビリテーションセンター

七沢ライ トホーム 渡辺文治 先生
― ★心のケア、「患者の未来を支える、家族のかたJにおくる言葉

社団法人東京都盲人福祉協会中途視覚障害者緊急生活訓練事業

主任 金沢真理さん

9階大部屋  13:30～ 16:00
★ああるぴいちゃいるどの未来を創る、親の集い

国立特殊教育総合研究所 千田耕基 先生

宮城教育大学 猪平真理 先生

神奈川県総合リハビリテーション病院眼 仲泊 聡 先生



4階ホール・講演 (13:00～ 14:30～ 16:00)

★網膜色素変性症の遺伝子研究の現状と、その展望

東京慈恵医科大学眼科  林 孝彰 先生

★ lTは視覚障害者の就労に変化をもたらすのか

日本盲人職能開発センター所長  篠島永― 先生

4階ホール・全体会 (16:10～ 16:40)
□神奈川支部・会員の演奏

●野村さん  バイオリン演奏

●今村さん  ピアノポップスと女性ボーカル

アシス トホーンによる情報保証は4階ホールのみです。

10階に食堂があります。

機器展示 (4階ホール入り口)

IBMの最新のスクリーンリーダー「JAWS」、

ニコンの暗視スコープ、

三菱プレシジョンの赤外線音声装置などを出展予定

―情報コーナー ー

●神奈川県眼科医会からご寄付

神奈川県眼科医会では、平成 10年度から会員の医療機関の窓口

に募金箱を設置 して、受診された患者様から釣り銭を主とした浄財

を寄付していただき、それらを各施設に寄付して活用していただく

という募金活動をおこなつておられるそうです。

JRPS神 奈川は昨年もこの寄付を頂き、支部活動、特にRPに

対する啓発活動や、支部会報の制作・発送費用として有意義に使わ

せていただきました。本年度も対象団体の一つに」RPS神奈川が

4



理事会で正式に決定したとのご連絡をいただきました。

J´ RPS神 奈川の活動も7年目に入り、今まで全国にさきがけて

やつてきた、ミニ集会、支部会報の発行、総合福祉機器展示会、な

んでも便利帳の発行、得々講座の開催、地域保健所の難病講演会・

相談会への協力など、徐々に全国の支部にも浸透 しつつあります。

今回のご寄付もこのような活動が評価されたものと思います。

」RPS活動は会員が、出来る範囲で参加して作り上げてきました。

これからも、「RP治療法の確立」と「QOLの 向上」を目指して

一緒に活動を展開していきましょう。

神奈川県眼科医会さま、ありがとうございました。

●第 5回神奈川 ロー ビジ ョンネ ッ トワーク研修会

KLVN(神 奈川ロービジョンネットワークロ代表・高野雅彦 (横

浜市立大学眼科))は下記の日程で第 5回研修会を開催 します。視覚

障害の子供さんの将来について、不安を持つているお父さん、お母

さん、先生がたの講演を聴いてみませんか?事前参加申込みは必要

ありません。当日会場での申込みで大丈夫です。

但し、対象が、当事者ではなく、ロービジョンクリニックに係わ

る医師、視能訓練士、ケースワーカー、教育関係者、施設職員など

になりますので、少し難しい内容の講演になると思います。

日時 :平成 13年 11月 3日 (土 )

17:00～ 20100
場所 :神奈川県総合医療会館 7F講堂

JR関内駅より徒歩 10分
参加費 :医師・ E2000円   非医師・・ 1000円
年会費 11000円
日本眼科学会専門医制度生涯教育認定事業 3点

テーマ :LV幼児児童のケア
X
Э



講演

1,「 LVをきたしやすい小児眼科疾患」

神奈川県こども医療センター 伊藤大蔵先生

2。 「LV児童の教育体制とその問題点」

特殊教育総合研究所 千田耕基先生

3.「 LV児童の進路と職業」

障害者職業総合センター   岡田伸一先生

●七沢 ライ トホームの 1日体験入所

神奈川県総合リハビリテーションセンター・七沢ライ トホームは

視覚障害者の生活や仕事の不自由さを改善するための諸々の訓練を

する施設です。ここでは、日常どのような訓練が行われているのか?
を体験 してもらうために、定期的に 1日体験入所のサービスを実施

しています。今回は 9月 1日 ですが、まだ間に合います。貴方もラ

イ トホームってどんなところ?を体験 してみませんか ?今回はJR
PSの会員も数人参加予定です。

日時 :平成 13年 9月 1日 (土) lo:15～ 15:45
場所・申込先 :神奈川県総合リハビリテーションセンター

七沢ライ トホーム

厚木市七沢 516
電話 :046-2249-2403ま たは2437
交通 :

・小田急線愛甲石田駅から北口③バス乗 り場

9:50発 「七沢病院」行き「神奈川リハビリ」下車

小田急線本厚木駅から厚木バスセンター⑨乗り場
9:50発 「広沢寺温泉J「七沢温泉J行き
「神奈川リハビリ」下車

小田急線伊勢原駅から北ロバスターミナル③乗り場
9:50発 「上谷戸いた・煤ケ谷」行き「神奈川リハビリ」下車

6



・タクシーの場合、いずれも駅前から15～ 20分で、

1,800～ 2,300円 程度

※事前申込みが必要です。

※ご家族とのペア参加が望みます。

※上履きなどは必要ありません。

※昼食は準備してあります。

●保健所での医療講演会

皆さんの地元の保健所、保健福祉事務所で難病患者・家族に対す

る療養、サービス事業として、網膜色素変性症の医療講演会が開催

されています。事務局にご連絡頂いていない保健所もあると思いま

すので、最寄りの保健所に問合せして見て <ださい。

本年度は既に、津久井、相模原、横須賀、南 (横浜)で開催され

ました。専門の眼科のお医者さんに、網膜色素変性症という病気の

事、治療法の開発の状況をお話ししていだだき、又、なかなか病院

で相談できない事、日頃の疑間にも親切に答えていただける講演会

です。

これからの予定としては、三崎保健福祉事務所 (9月 4日 )、 茅

ヶ崎保健福祉事務所 (11月 16日 )が開催されます。

●連載 よもやま情報 (可 6)

D一 CLUB会 員募集のご案内

(株)大活字が発行する季刊誌『見えない 。見えにくい人の暮ら

し応援カタログベんり生活工房』の年間購読をはじめ、大活字のオ

リジナル商品やサービスの特典が受けられるD一 CLUB(デ ィー

クラブ)の会員を募集します。



【会員の特典】

1.季刊の生活情報誌『べんり生活工房』

(22ポイン ト・大活字版+音訳データCD― ROM付 )の
購読ができます。送料は無料、年 4回発行。

2.(株)大活字オリジナル商品の 2割引購入ができます。

特別企画での割引もあります。

割引は福祉機器展での販売も含みます。

3.オ リジナル会員カー ドを無料進黒します。

会員カー ドには、会員番号が明記されています。

福祉機器展等では会員カー ドを、電話注文・ FAX注文の際に

は、会員番号を掲示してください。

4.知人の方をD― CLUB入 会に紹介した場合には、大活字オリ

ジナル商品を 1つ無料進呈。どの商品を選択頂くかは自由。

5.季刊誌上での生活便利情報募集で採用された場合は、大活字

オリジナル商品を 1つ無料進呈。どの商品を選択頂 くかは自由。

6.年会費は8040円 (税込)、 入会金なし。

季刊誌『べんり生活工房』の会員以外の方への販売価格は、

1冊 :本体 2280円 、年 4回分合計 :本体 9120円 。

【創刊号目次内容】

=私の活用術=外へ出かけよう !単眼鏡でアクティブタイフ !    ―

・見えない・見えにくくても使える携帯電話の選び方、使い方の

ポイント

=これが欲しかつた !生活便利グッズあれこれ (爪切り、財布)

・目の相談室 (見えにくさに関する様々な悩みに答えるコーナー)

・情報コーナー (イ ベント情報、新サービス・新製品情報など)

【今後の特集】

・外出先でも使える携帯型拡大読書器

・徹底的に楽しむための旅行術
8



・みんな、どうしているんだろう?夜間歩行のコツ
,おいしいものを食べに行こう !レス トラン '居酒屋案内

・視覚障害者のためのユニバーサル・デザイン商品

・カメラ (デジタルカメラ)を楽 しもう !

E眼科医による相談コーナー

・眼鏡店の回―ビジョンルームの紹介

・就職に役立つ情報
]パソコン活用情報

(キーボー ドショー トカット集や最新機種紹介など)

_ 【お問い合わせ先】

大活字

〒 101-0061
東京都千代田区三崎町 1-1-9 三崎町ビル 3F
電話   :03-5282-4361
FAX :03-5282-4362
Eメ ール :he‖ oOdalkatsu」 i.CO.jp

HP   :http://dalkatsu」 i.CO.jp

~ 
●便利グッズ情報

(こ の情報は、社団法人東京都盲人福祉協会 中途視覚障害者

緊急生活訓練事業 主任の金沢真理さんより頂きました )

1.黒いまな板

白黒まな板 2000円
ジオム社  丁ELi06-6463-2104

FAX:06-6468-3949
HP  :http://www.gandom― alds.oo.jp

最近、白黒リバーシブル?のまな板がジオム社から発売されてい

ます。以前のようにしろいまな板と黒いまな板をドッキングさせた
9



ものではなく、一体化されているもので、日本製です。(裏表で白黒)

私は、以前売られていた、黒いまな板 (黒だけのもの)にその半分

の薄いオレンジ色のまな板も使い、食材によっては、黒いまな板の

上に乗せ、使っていました。単に、食材によって、洗い流して裏表

を変えるのがめんどうなので、黒色だけのものにしていました。

2.調味料の点字シール

調味料点字シール 3枚セット 400円
点字毎日 丁EL:06-6346-8386

FAX106-6346-8385
おしょうゆやソース、こしょう、小麦粉などの調味料の点字シー

ルが点字毎日より、売られています。簡単にはがして貼れるものな

ので、点字のわかる人には便利に使えます。

3.液体調味料容器

さじかげん 500円
最近、「さじかげん」という大匙 1と 1 0ccを使い分けられる液

体調味料を入れられる定量ポットが売られてとても便利です。でも、

おしょうゆやみりん、お酒など使い分けるのに、同じ容器 2入れて

しまうと区別ができず困つてしまいます。そこで、点字シールや印

をつけておくと区別ができ使い分けが可能になります。また、ボ ト

ルの色は半透明ですが上の部分が濃い青色のものもあります。使い

分けるためのものは、点字でなくても、輸ゴムやシールなど自分で

区別しておければなんでもいいと思います。使う本人がわかれば何

でもいいのです。

4.電気炊飯ジャー

三菱電気炊飯ジャー

日本盲人会連合用具部

丁EL103-320

39800円

0-0011
10



HP  :http://www.normanet.ne.jp/～ nichimo/yogu.htm

音声ですべてガイ ドしてくれる三菱の電気炊飯ジャーが日本盲人

会連合で売られています。量販店でももちろん売られていますが、

地方によつては、三菱のものが手に入れにくいということがあるよ

うです。以前、私が地方に用具の紹介で行つた時、三菱のものが売

られていないので持つてきてほしいと言われ、送ったことがありま

した。

5.電子レンジ専用炊飯器

アペックス 1合炊飯器 2500円
(2合炊きも売られています)

株式会社ダイヤコーボレーション

TEL:03-3383-3333
電子 レンジ用の炊飯器はどう?と尋ね られたので、試 してみま し

た。とてもおいしく炊けるので驚いた くらいです。炊き込み、おか

ゆもできます。通常の電気炊飯器より水の量は多めです。回めやや

わらかめは、水加減でできます。水の量は、 1合に対しては、20
0か ら2 5 0ccが 目安です。0,5合ではレンジ7分、 1合では 1

0分で炊き上がります。蒸らすのを 15分おけば完璧です。一人暮

らしなどの人には、手軽でお勧めです。最近、私は、上にあげた三

菱の電気炊飯ジャーを持つていますが、このレンジ専用炊飯器が手

軽でおいしいのでよく使つています。なお、電子レンジ用炊飯器は、

他にも陶器のものや 1000円のものなども売られています。

●「神奈川県視覚障害者の情報・雇用・福祉ネッ トワーク」

のメー リングリス ト登録者募集 :

去る6月 30日 に「神奈川県視覚障害者の雇用を進める会」が解

散となり、新たに表記の組織 (通称「view― net神奈川」)が

結成されました。これに」RPS神奈川支部も加盟いたしまして、
11



中村さんが副会長に就任いたしました。この会は、ネット上での情

報交換を主活動としており、メーリングリス トでの意見交換や情報

交換をしています。そこで、支部の皆様にもこのリス トに登録して

いただ <こ とにより、いろいろな情報交換に参加していただきたい

と思います。登録方法はホームページから登録するやり方もありま

すし、メールで小泉あてお申し出いただいても登録させていただき

ます。

・ view一 netの HP:http://www.yOkOmou.ed.Jp/view/

・小泉のメールア ドレス :cralismX6.ttcn.ne.」 p

多くの方の登録をお願いします。

なお、インターネットをなさっていらつしゃらない方にも会報を

通じてネットでの情報を提供していきます。

以下はview― net神奈川の説明です。

神奈川県内の視覚障害者団体あるいは視覚障害者を支援する団体

等が同じネットワーク上で、視覚障害者の情報 `雇用・福祉に関す

る情報交換や意見交換をすることを主な目的に、インターネット上

のホームページあるいは、メーリングリス トの機能を利用して行う

ものです。いわば、各団体がそれぞれの独自の活動をしていること

を尊重しながら、各団体同士の横のつながりをもたせようとするも

のです。そして、いろいろな課題について、参同者によって運動も

できたらと思つています。ただし、運動の強制はいたしません。

● ドラエモンのポケッ ト

♪こんなものいいな・できたらいいな♪

～視覚障害者にも使いやすい携帯電話～

世の中は「 Iモァ ドで簡単メール」なんて・・。視覚障害者を無

視してんじゃないの?そんな思いが富士通に通じたらしい。竹コプ

ターに乗つて夏休みのお散歩の最中、見～ちゃった 18月 25日発
12



売予定とヒソヒソ話ししてたから、きっとこの会報の届く頃は、 ド

コモショップの店頭に並んでいるね～。

カタログも出来てないらしいので、一生懸命に聞き耳立ててわか

つた事だけをお知らせします。今までの携帯電話で不自由していた

所がかなり改善されています。

①音声対応

押したボタンを音声で知らせる。メニューの読み上げ。登録した

電話番号の読み上げ。メールの文章読み上げ。時刻も読み上げ。

②大きなカラー表示

従来の数倍の大きい文字サイズで、カラー液晶画面に表示。

③本体の大きさなど

外形寸法 135× 46× 17mm
重量     88g
連続通話時間   135分
メモリダイヤル  500件
受信メール保存件数  100件

詳しくは、 ドコモショップか富士通 (株)モバイルフォン販売促進部

電話 :03-3216-8015(直 通 )

ホームページ http://www.fnworld.net/mobilewOrid/

i モー ド版    http://www.fmwOrid.net/mobileworid/i/

これが出来たいきさつは、富士通のパソコン音声読み上げソフ ト制

作部門と連携している視覚障害者に係わるボランティアや視覚障害

者からの要望に応えて企画制作されたようです。 (そ のうちの何人

かは ドラエモンの友達)不自由を感じたら、声を出して、「こんな物

いいな∫できたらいいなr」 と言えば、きつと不自由を補う便利なも

のが出来てくるよ !

Ｏ
υ



●パソコンを習得したい人ヘ

この団体にはJRPSや 、ター トルのパソコン達人が大勢講師と

して参加 しています。顔見知りの人もいるかもしれません。パソコ

ンを習得したい方は相談したらいかがでしょう。

特定非営利活動法人 (NPO)
視覚障害者パソコン・アシス ト・ネットワーク SPAN(ス パン)

SPAN(ス パン)と は

視覚障害者の・・・・・・・ S

パソコンの・ `C・ ・ ●●●P

アシス トの・・・・・・・・ A
ネットワークの 日●●●■ヨN

からなり、視覚障害者のパソコン利用を推進し、アシス トする為の

ネットワークです。英語のSPANと いうのが「両岸を結ぶ」とい

う意味があるように、私達SPAN(ス バン)も視覚障害者と晴眼

者、企業と個人等を間わずさまざまな人のかけ橋となることを目指

すネットワークです。

【SPAN設 立の趣旨】

近年パソコンによる情報化の波は非常な速さでおそつてきました。

その中で視覚障害者にとつてパソコンを使うことは、情報の活用、

職業の開拓、自立と社会参加等の意味からもたいへん重要なものに

なつてきています。しかしパソコンの習得は誰にとつてもなかなか

大変なものです。一般向けの、パソコン教室は数限りなくあります

が、視覚障害者を対象としたサポー トや習得のためのパソコン教室

はほとんどなく、またあつたとしてもその存在を知ることは非常に

困難です。その結果ほんの一握りの視覚障害者しかパソコンを利用

していないのが現状です。このような事を踏まえ、視覚障害者のパ

ソコン利用を快適なものとし、積極的に進めていくためには、視覚

障害者に対するパソコン操作方法等のサポニ トを充実させ、点在す
14



る組織や情報を繋ぎ合わせる必要があります。そこで、視覚障害者

はもちろんのこと晴眼者、一般のパソコン関連企業、視覚障害者向

けパソコン関連企業、社会福祉協議会等の福祉団体、ボランティア

団体・個人等、多くの人々が協力し合い、視覚障害者のパソコン利

用を拡大 ,推進する目的で平成 11年 11月 7日 にSPANが 発足し

ました。

【活動内容】

SPANの 活動内容は以下の 4つです。

1.視覚障害者向けパソコン教室の開催 (有料)

2.パソコンサポーター (ア シスタント)の養成

3.視覚障害者にとってのハー ドウェア・ソフトウェアの評価

4.視覚障害者にとって有益な情報の提供

平成 12年 12月 に東京都より特定非営利活動法人 (NPO)の認可を

受けました。

【アシスタント養成講座】
・対象者 :WindowS P cで E―rra l lな どの基本的な操作ができる方
口講習期間 :2日間 (原則として日曜日)

【パソコン教室 (初級)の開催】

・対象者 :視覚障害者で、これからパソコンを始める方

・講習期間 :6日 間 (主に土・日曜日)

・講座内容 :(1)パ ソコンに触れてみよう

(2)ブラインドタッチによるキー入力

(3)Windowsの 基本操作 (起動と終了、メニューの選択、

ダイアログポックスの操作等)

(4)文書の入力、編集及び保存
15



(5)E―mallの送受信

(6)ホームページの開覧やハガキ作成ソフ ト

または文書の印刷など

・受講費用 :25,000円

【外部への講座スタッフ派遣】

自治体、各種団体が主催する視覚障害者向けパソコン教室やボラ

ンティア養成講座などに対して、講師、アシスタントの派遣を行い

ます。詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。

【SPANの ホームページ】

SPANの 活動やさまざまな関連情報を掲載したホームページを

下記のURLで 開設しています。どうぞご覧下さい。

http://www.eastech.oo.」 p/span/     
イ

【SPANミ ーティングプラザ (活動場所と連絡先)】

交通

・営団地下鉄南北線麻布十番駅より徒歩 5分

・都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅より徒歩 5分

・都営地下鉄三田線芝公園駅より徒歩 10分
EJR田町駅より徒歩 15分
・都営地下鉄浅草線三田駅より徒歩 15分
・都営バス中ノ橋バス停より徒歩 2分

申し込み、お問い合わせ :

下記の連絡先にお電話または E―mailを ください。

住所 :〒 108-0073

東京都港区三田 1-2-16 ブレインプラザ 2F
丁EL:03-5730-2461
E―mail : spanOsuper.win.ne.jp

16



●電話で手軽 に音声インターネ ッ ト情報

N丁 丁コミュニケーションズが、利用者が固定電話や携帯電話を

通じて音声でメニューを操作できる音声インターネット情報サービ

ス「Vポータル」を開始しました。「株価」「天気予報」「乗り換え案

内」「占い」「交通情報」などの情報が手軽に得られます。

電話番号は全国同じで 0570-0033-03。
料金は固定電話からは昼間・夜間 90秒 10円、携帯電話 (当面は

N丁 丁ドコモのみ)は昼間 14秒 10円。

●大きな文字の時刻表、弘済出版社が創刊

(2001/07/30 ぢ
=i垂

栞斤FE3)

従来の時刻表に比べて文字をひと回り拡大した「文字の大きな時

刻表」が、JR時刻表でおなじみの弘済出版社から創刊された。高

齢者の旅のプランづくりを助ける、形を変えた “人にやさしい鉄道

づくり"に向けた取り組みの一環。JR東日本横浜支社が東海道線

横浜、川崎の両駅はじめ管内主要駅の「みどりの窓口」に早速配備

するなど、」Rグループ各社からの評価も上々だ。

「最近、一般紙の一部が活字を大きくしたほか、図書館には “活字

の大きな本"の専門コーナーが設けられて広く喜ばれている」(前

一心・第一編集本部時刻表編集部長)が発想の原点。同社は大型サ

イズの「JR時刻表」のほか、中型の「コンパス時刻表」、コンパク

ト判の「全国小型時刻表」「道内時刻表」「東京時刻表」「携帯全国時

刻表」「小型時刻表 (九州・中国・四国エリア版)」 の七種類の時刻

表を月刊で発行。加えて、主要駅での乗り換えに絞つた「のリベん

時刻表」を季刊で、「高速バス時刻表」を年二回のペースでそれぞれ

刊行しているが、今回は初めて文字を拡大した時刻表を作製す

ることにした。

交通や旅に関するさまざまな情報を、図書と雑誌の特徴をミック

スして紹介する “トラベルM00K"シ リーズの一冊として出版し
17



た「文字の大きな時刻表」はB5判、九二〇ページ。全体の構成は

従来のコンパス時刻表とほとんど同じで、巻頭は路線区の索引を兼

ねた全国の」R線路線図。次いで、全国の地下鉄路線図、JR主要

駅の構内案内図、黄色の夏の臨時列車案内のページが続き、JR線

ダイヤは新幹線は黒とライ トブルーの二色刷 り、在来線は黒の単色

刷りと変化を付けた。

肝心の文字やダイヤの数字については、」R時刻表の “6ポイン

ト"と呼ばれる小文字をほぼ―・五倍に拡大。ただJR時刻表と同

じレイアウ トではページに収まりきらないことから、例えば在来線

の最初に掲載されている東海道線の場合、」R時刻表は東京一熱海

間 (伊東線、伊豆急行線を含む)で区切り、上 りと下りを上下三段

で一つのページに入れているのに対し、文字の大きな時刻表では掲

載範囲を東京一静岡間に拡大した代わりに、上下線を男1のページに

分けるなどきめ細かく工夫した。また、私鉄については関東と関西

地区の有料特急に絞つてダイヤや運賃・料金を掲載。全国のハイウ

ェイバスや長距離フェリーと主要離島航路、国内航空ダイヤもいず

れも拡大文字で紹介。最後は、 “ピンクのページ"の愛称名でおな

じみの「JRの営業案内」のコーナーで締めくくっている。

初版十二万部。定価八百八十円 (税込み)で、全国の主要書店な

どで発売中。今回の初号は “vol・ 1"と銘打つており、同社で

は「読者の皆さんの反響を見ながら、今後は季刊のペースで発行を

継続できれば……」 (同 )と期待している。

●調理用はかりについてご意見を

埼玉ヨ芳賀 環

今年の 3月 、埼玉で開催 しましたアイフェスタに飛び入り参加 し

てくださいました会社に寺岡精工というところがあります。 (東京

連絡会・埼玉支部の料理教室でお世話になった御厨典子さんの紹介

です)そ こは、レジスターやはかり等を作つている会社なのですが、
18



今回アイフェスタの様子を見、来場者の声をきいて「音声付の調理
用はかり」を開発しようか???と担当者の方が思つてくれたそう
です。今、会社内で取り組むか否かについて検討中なのだそうです。
そこで、ぜひューザーである私たちの意見を担当者に提出したいと
思います。すでに、大和製のものや台湾 (?)で作られたものはあ
るようなのですが、実際にそれを使っている方はそのレポー ト等、
また使っていない方は「こんなはか りがいいな」という希望等を教
えていただけないでしょうか ?
実際に製品化につながるかどうかは???で すが、私たちの声を

作 り手に伝えることのできる機会を利用しない手はないと思います。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※ご意見は神奈川支部編集部又は事務局までお寄せください。

●陶芸クラブ発足のお知 らせ

小田原市 長沢幸男
このたび 6月 に内田さんの御配慮により計画された陶芸教室に参

加 しボランティアの方々の御協力と御指導のもと創造性の世界、陶
芸を体験させてもらいました。その二時間はあっという間の二時間
でした。その二時間はなにもかも忘れ指先と粘土に気持ちは集中。
私は湯のみとぐい飲み二個を作りました。製作しながら完成した時
のことを創造しながらここをどうしようか、こうしようかなど考え

ながらの二時間は実に楽しい時間でした。これからも続けることに

より自分なりのオリジナル製品を作 りあげていきたいと夢見ていま

す。私は今、自分で作ったぐい飲みで晩酌をしていますがこれが実
においしいのです。最高ですよ。また視力は全く関係なく指先の感

覚が主体になりますのでそれが大脳を刺激 し活性化されるものと思
います。またなにもない状態から目的の物が出来あがるというのは

19
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すごい感動と同時に充実感に浸れます。そしてこの次はなにを作ろ

うかと未来の意欲が増強します。こんな楽しいことを皆さんもやつ

てみませんか。会場は横浜ラポールで行われます。新横浜の駅前か

ら無料の送迎バスが随時発車しております。どうぞこんな楽しい奥

の深い陶芸をやつてみませんか。希望される方は内田さんか長澤に

連絡一報下さい。今後の連絡などのことから電話またはファック

ス・メール等でお知らせ下さい。多<の入会者をお待ちします。

連絡先 :内田 丁EL:0468-41-1116
長澤  丁 EL・ FAX:0465-23-5■ 24

e―mall : ky6y一ngswOasahi―net.or.jp

●ウッチャンの体験記シ リーズ

「甘えん坊将軍が行 く」

横須賀市  内田 知

ウッチャンが出かけると、自分の身を守るためにあらゆる手段を

とる。例えば、バスに乗る時に、まずバス停に着くと

「バスを待つている方、いますか?J

「バスが来たら教えてください」

「バスを待つ所に並びたいのですが、誘導してくださいJ

ウッチャンの問いかけに答えてもらえる時と、答えてもらえない

時があるが、この3つは必ず口にする。そして、声を掛けてもらえ

て乗る時も、自力で乗る時も、割り込んで乗る確率が高いため、

「よろしいですか ?」 と声を掛けてからバスに乗り込む。運転手

側から乗つた時は、降りるバス停を告げる。例えば、

「駅前で降りますのでお願いします」降りるときは、

「ありがとうございました」と、必ず言う。

さて、電車に乗る時は、切符を買うために声を掛ける時もあれば、

声を掛けてもらう時もある。その時は、行き先を告げるだけでなく

料金も言つて切符を買つてもらう。「横浜まで買いたいのですが '・ 」
20
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ではな <、 「海老名乗り換えで横浜まで430円 なんですが、買つて

頂けますか ?」 と、お願いする。親切な人に対して、信用しないの

ではなく、便利なようで難 しい券売機の利用でまごつかせないため

の一言である。声を掛けてくれたお年寄りが料金表が見えないため

わざわざ眼鏡をかけて確かめてくれたり、自分ではわからず駅員に

尋ねたりとか、時間的な迷惑をかけることがあるために、自分の行

き先の料金は事前に調べるようにしている。

ホームに出て電車を待つている時、電車を降りた時、声を掛けて

もらえばその行為に甘える。チャンスがあれば、声を掛けて援助を

求める。電車に乗つた時、特に混雑している場合は、

「どこかつかまるところはありませんか ?」 座席に座っている時

は「次の駅で降りるので、電車がホームに入つたら教えて下さい」

その他、車内放送が聞きとれない時は声を掛ける。とにかく、ホー

ムの移動に関してはわかつていても無理に単独行動は避ける。いつ

も利用している駅に関しては慣れからくる気の緩みが事故の元だと

思つている。だから、たとえ数メー トルの誘導であつても、十分わ

かつていることでも、声を掛けてくれた人の行為に従 う。再確認の

ため、質問もする。例えば、あと数メー トルで階段だとわかつてい

ても「まっすぐ行くと階段ですか ?」 と聞くことにしている。

しかし、ウッチャンはライ トホーム出身者であることを忘れては

いけない。あと数か月でライ トホームを退所する時期になると、交

通機関を利用した歩行訓練を中心としたスケジュールが組まれる。

朝 8時半にライ トホームを出発して、夕方 5時に戻つて <る という

1日 がかりの歩行訓練が、毎日とは言わないが今日もか・・・と思

うくらい組まれている。イヤだとか、つらいとか、怖いとか、そん

な思いは吹つ飛び、人ごみの中を歩き人の手を一切借 りずにバスに

乗り、切符を買つて電車に乗つて横浜に行き、西ロヘ行つたり東ロ

ヘ行つたり、横浜駅周辺をありとあらゆる設定に従い歩き回る。そ

して、電車に乗るタイミング、降りた後の行動、どんな音を必要と

し、どのように白状を使い足元の情報を得るか、必死な思いという
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よりも訓練とはいえ、一人で歩いている自分に

“俺でもこんなことが出来るようになつたんだ"と いう喜びを感

じていた。

そんな中、歩行訓練の指導員に「人の手を一切借りずに行動する

ことが一人で歩けるということではない。時には援助を求める。親

切な人の気持ちに応える。これも一人で歩くためのテクニックのひ

とつと考えて欲 しい。内田さんの今の実力で十分一人でどこにでも

出掛けて行ける。その自信は持つていいが、自分の力を過信しては

いけない。自分の身を守るためだけではなく、他人を トラブルに巻

き込むことのないように援助を求めたり、受けることは必要なこと

だ。これは、内田さん流に言えば、視覚障害者が一人出歩くために

会得 しなければならない必殺技だと思つて欲しい」と言われた。

ウッチャンはそれを聞いて、もともと声を掛けられて誘導しても

らうこと、特に若いお姉ちゃんに誘導してもらうことが大好きだつ

たので、その必殺技を連発 して使つた。しかし、ある日約束の時間

に間に合わない、急がないといけないときに限つて援助を求めても

返事はない、まして声を掛けてくれる人もいない。横浜駅に着き、

約束の時間に着くことは諦め、自分のペースで歩いていると、若い

女性に声を掛けられた。渡 りに船でその行為に甘えたが、改札口で

もたつき、出た後に「ご迷惑を掛けました。ありがとうございまし

た」と言うと、その女性は「迷惑?何でそういう言い方するんです

か?迷惑だと思ったら声を掛けたりしません。あなたが援助を求め

たとして、私が迷惑だと思つたら返事などしません。本当に迷惑を

掛けている人がいるならば、それは障害者ではありません。目が見

えていても道に迷えば、誰かに尋ねる。駅でどこかわからなくなれ

ば、駅員に聞く。普通に当たり前のことだ。気にしないで下さい」

と言つた。そして「これからどちらへ行きますか ?」 と尋ねられ、

思わず目的地を言つてしまつたウッチャンだが、「ここからは本当

に大丈夫ですから。本当にありがとうございました」と言うと、「時

間は十分ありますから、私が誘導しましょう」と女性は言つた。一
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人で歩くよりも誘導してもらつたほうが時間に間に合うので、その

好意に甘えた。しかし、誘導してもらっている間中、励ましと言う

よりも、怒られながら歩いていた。別れ際にも「世の中には本当に

迷惑を掛けている人間は他にいる。もっと自信を持つてください。

人の親切を受けると言うことは、迷惑と言うことではないのです。

みんなが助け合つて生活しているんです。障害者だから助けてもら

つているばかりだと思わないで下さい。事実、あなたは一人でここ

まで来るつもりだつた。それが他人の手を借りずに来れる。ただ偶

然、私が声を掛けただけです。自分の出来ることを、それ以上でも

それ以下でもなく、ちゃんと出来ていると思います。頑張つて下さ

い」と言われた。

しつこいようだが、ウッチャンはライ トホーム出身者である。切

符を買つてもらう以外は単独行動できる力を持つている。しかし、

なぜ必要以上に声を掛けるか?それは自分の歩行が完璧だと思つて

いないからだ。そして、過信 してはならないという指導員の教えを

ウッチヤンなりに守つている。電車の中でつかまるところを探すの

にもたつき、他人を巻き込んで転ぶ時もある。ウッチャンが声を掛

けるよりも、声を掛けてくれる人のほうが何倍も勇気がいるだろう。

変な例えだが、お茶を出された時に、断るよりもせめて一回くちを

つけて「ごちそうさま」と礼儀を尽 くせば、断るよりは相手の気持

ちが通じ合うのではないか。声を掛けて<れた人に「大文夫です」

と断つたとして、次にどこかで別の障害者を見かけた時に、きつと

ウッチヤンに声を掛けたときの何倍もの勇気を出して声を掛けるだ

ろう。それよりも声を掛けて良かつたと思つてもらつたほうが、次

の出会いの時に肩の力を抜いてすべての困つた人に声を掛けてくれ

ると信じている。人の親切はどんな状況であつても受けることにし

ている。しかし、援助を求める時はその時折のウッチャンなりの勘

で声を掛けている。いつもと違う、得たい情報が耳に入つてこない、

雨が降つてる、風が強い、その時の体調、無理をすると危ないと感

じた時だけ声を掛けている。なぜかそういう状況がウッチヤンには
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多い。ただの甘えん坊なのだろう。それでも、他人に迷惑を掛けな

いよう、自信過剰な行動が他人を巻き込んでの トラブルにならない

よう、もつと行動範囲を広げていく。家族や友人、ボランティアの

皆さんの誘導で歩くよりも、一人で歩くことの楽しさ、難しさ、そ

して偶然の出会いが重なり、お互いのア ドレスを交換するだけでは

なく一緒に酒を飲む友達も出来た。いいことばかりではない。一人

で歩くことの大変さ、怖さを文章にしたら、もつと長くなるだろう。

それでもウッチヤンは一人で出掛けることが大好きだ。ウツチヤン

のやり方、考え方に異論反論があるのは承知の上、今は甘えん坊将

軍でいいと思つている。何故ならば、若いお姉ちやんに声を掛けて

もらつて誘導なんかしてもらつたら、楽しくて仕方がない。そんな

楽しみを無くしたくないもんね。

●俺の生 き様 No.5“ しろい杖 "

横浜市 座頭市

最近まで自杖なんて遠い存在だつた。十数年前、RPを宣告され

ても急に悪くなるわけでもなく、漠然と眼の悪い人=白杖、健常者

の認識であつた。数年前、JRPSに 入会 し、ミニ集会で実物を見

て、触つて、それでも「当分必要ないや」と思つた。夜間歩行は購

入したハイパワーの懐中電灯で十分と思つていた。

いきなり、手帳 2級となつた昨年夏、「中途視覚障害者の復職を考

える会」の会合に参加し、みんな白杖を手に数珠繋ぎに歩く―団を

見た時、ショックだつた。(白 杖をまだもつてなかつた。)それは俺

もそのうちそうなるのかとの憂鬱とみんな遅しいなとの驚きだつた。

その後、高田馬場の日本点字図書館で、直杖と折 り畳み杖を購入し

直杖を手に帰宅したのが初使用であつた。直杖は玄関の壁に吊して

いるがほとんど使用していない。通勤鞄に通常使用の 4段折り畳み

白杖と予備杖 (5段折 り畳み)を入れている。杖は主に夜間歩行時

に使用している。いろんな人から「お手伝いしましょうか ?」 と声
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をかけられる。きっと危なつかしい歩行と見えたのだろう。「信号が

青になりましたJとの声かけもある。いつもの通勤ルー トでは「あ

りがとうございます。大丈夫です」と答える。

今春、転宅し歩行ルー トが変わ り、曲がり角が何回か分からなく

なつた。「俺の家はどこ?」 ほんとパニックになり、通行人に手引き

してもらった。情けなかった。いつもの路も車が駐車 していたり街

灯が消えていたり窓の光がなかつたりすると感覚が狂い思わぬ方向

に歩き、電柱にぶつかったり、溝に落ちたりした。少 し慣れたとは

いえ夜の帰宅が一番、緊張する時間である。

過日、歩行指導員の講演会に行つた。指導員は「白杖は視覚障害

者の安全へのシンボルケーンである反面、障害者のシンボルでもあ

り気楽に持てない人も多い。外で白杖を持てる段階になれば指導の

大部分は終了である。白杖歩行のテクニックは指導で

きても使用は強制できない。」と言つた。

必要に迫られ使い始めた白杖、勝手なもので隣近所や実家・親戚

に「障害者と見られたくない」思いがある。冠婚葬祭で実家に白状

で帰ることもあるだろう。知られるのは時間の問題だ。画期的な治

療法で見えるようになるまで障害は続 く。「普通が一番」横並び指向

の強い日本社会、障害者であることが分かつたら周 りはどう思うの

か気がかりである。阪神大震災では隣家との関わりを少なくして密

かに暮らしていた視覚障害者に犠牲者が多かつたとも聞く。今の俺

には世間の障害者への区別 (いや差別かな?)を甘受できる器量は

ない。「器量=諦め」とは思いたくない。「身の安全」と「世間体や

煩わしさ」をバランスにかけた白杖使用が続く。身の程を知るには

まだ時間がかかりそうである。こう綴れるのもまだ視力があるから

だろう。
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★ 編 集 後 記 ★

いつの間にか、この会報も20号を迎えました。年 4回発行し

ているので、1号が発行されてから5年は経つている計算にな

ります。 (ち なみに私は4号から編集に携わっています)毎度

のことながら発行日前には編集が立て込むのですが、今号は猛

暑の影響で?特に時間がかかつてしまいました。 (今 日は発行

作業だというのに、まだこの文面を書いています。もう夜明け

前…口)で も、まだまだ余裕です。それは、会員のみなさんの

投稿がまだまだ少ないからです。思つていること、感じたこと、

何でもいいから投稿してみてください。神奈川の支部会員は 2
50名超もいます。いつも投稿してくださる人、時々ミニ集会

に参加してくださる人、何かしらイベン トに参加してくださっ

ている人はだいたい4～ 50人 くらいでしょうか。あと、20
0名 くらいの人はどうしてるのでしょうか?ただ、待つている

だけでは何も起きません。この 9月 には桜木町でプレ世界大会

が、そしてあと1年もしないうちに世界大会が始まります。私

たちが抱えているのは目の病気なのでなかなか行動しづらい

かもしれませんが、そんなこと言つては始まりません。積極的
に行動しましょう。毎回、会報への投稿が山積みで、「あ一、

今日は発行作業延期だ一 !」 と、私を困らせるくらいに、みな

さん投稿してみてください。
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